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■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　出村行敬　会長

■会務報告  　　　  　  阿部公夫　幹事

　先週は雨とか雪で大変でしたが皆さんもご苦労さ
れたのではないかと思います。雨のお陰で非常に温
かくなり春の足音も聞こえているのではないかと思
います。
昨日は第 6分区の新旧ガバナー補佐と会長・幹事会懇談会があ
りました。会長として南クラブの報告をさせていただきました。
現在 76 名で女性が 8 名で現状維持と南クラブは会員皆様の御
協力で順調に計画通りですと報告させていただきました。
新年度の 4役すべて女性で占めていますと報告しました。他ク
ラブから見ますと非常に羨ましいといいことだらけの南クラブ
です。これも皆さん方おかげと感謝致します。どこのクラブも
会員増強には力を入れていて大変な努力をされています。
　土曜日に帯広コア専門学校の卒業式に出席してきました。
卒業生が 37 名でした。帯広コア専門学校はいろんな形で学生
を募集していますがなかなか大変でまだまだ定員に満たない状
態ですので、新年度は外国人の留学生を 20 名近く入学予定だ
そうです。
人手不足で困っているというだけでなくこういった方法もあ
り、前向きな考え方を教えて頂き、いろんな職業に役立つので
はないかと思い大変勉強になった次第です。

（１）第6分区IM（都市連合会）
　　　開催のご案内
　　　日　時　3月24日（土）
　　　　　　　　　　　午後1時30分（受付：1時より）

　　　　　　　懇親会　午後5時45分～午後7時15分
　　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　　　基調講演　2：00～3：00　
　　　　　　　　RI第2500地区ロータリー財団
　　　　　　　　監査委員長　小船井修一PG
　　　特別講演　3：10～5：00　
　　　　　　　　スピードスケート選手による講演
　　※尚、帯広南RC、3月26日（月）の繰上げ
　　　例会と致します。
　　※クラブネクタイ・スカーフ着用

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ニコニコ献金　　　　　　　澤田智治会員

　仲村　　晋会員：結婚祝いありが
とうございました。何年目か忘れま
した。
　　
　白岩　征之会員：ゴルフ同好会の静岡ツアーに
10名で楽しんできました。6日から8日までの行程
でしたが前後の大雪にもかかわらず運良く帰って
来ましたニコニコです。
又、誕生祝ありがとうございました。
　
　山口　陽史会員：先週歓迎会を開いて頂きまし
た。会長、副会長、親睦の皆様たいへんありがと
うございました。とても楽しいひと時でした。
本日の卓話もよろしくお願いします。ドキドキニ
コニコです。

■帯広5RCクラブ出席率 　1月
帯　広ＲＣ
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■ニコニコ献金
　3月12日 　13,000円　　累計 　522,000円

■出席状況報告
　1月平均出席率　76.0％

■2500地区2018年　1月
　平均出席率 78､2％

第1218回例会

 2018.3.12

■ビジター　　　　　

東京ロータリークラブ：柴山哲治様
　東京ロータリーは日本最大、最古、
平均年齢も最高ではないか、欠席率
も最高です。水曜日の帝国ホテルで
例会をしております。食事はカロリー数が書かれ
ていて還暦以下の人には少ないと言っていますが
そうでない人もいます。会員数 330 名、多い時で
20 ～ 40 名のビジターがきます。
私が何をやっているかですが少子化で農村地区の
若手の担い手がどんどん減っています。ところが
美大は全国で80校あり、年間２万人の美術専攻し
た学生が卒業しますが卒業後はフリーターをしな
がら制作活動をしています。
若い芸術家をほかの産業でもお役に立てないだろ
うかということで、廃校になった学校をアトリエ
として使用し、酪農家でアルバイトしながら芸術
活動をしてもらう活動をしております。2 年くら
い前から大樹町で 2名が活動しています。芸術を
持って地方創生としてやっております。　

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル4F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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ホームページが新しくなりました

◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか
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会務報告　阿部幹事

クラブネクタイ・スカーフ着用となっております

　

ニコニコ　澤田智治会員

ビジター　東京クラブ　柴山哲治様

東京ロータリーは日本最大最古平均年齢も最高ではないか

欠席率も最高ですがあまりきつくすると会員数が減ってしまうので

10 年に一回くらいもう少し出席できませんかといただく

ロータリークラブで 2580 地区で水曜日の帝国ホテルで例会を

しております

食事はこのように多くないのでカロリー数が書かれていて

還暦以下の人には少ないというと言っていますがそうでない人もいます

バナーは持算してきませんでした

会員数 330 名ホームクラブで 60％位多い時で 20 ～ 40 名の

ビジターがきます

私がなにをやっているかですが 2年くらい前からロケットで

有名になりました大樹町で若い芸術家を企業と一緒に育てたり

古い作品を今は少子化で農村地区の若手の担い手がどんどん

美大は全国で 80 校あります年間２万人の美術専攻した学生が

卒業するそうです音楽も同じくらいいるとフリーターをしながら

制作活動をしている他の産業でもお役に立てないだろうか

廃校になった学校をアトリエとして酪農家でアルバイトしながら

芸術活動をしている芸術を持って地方創生としてやっております　

プログラム委員会　小田桐

今年入会されました山口会員に卓話をお願いｓます

山口会員

自己紹介

生まれは札幌で育ちは北見

1974 年 6 月 5 日ふたご座Ｏ型

札幌は今は札幌ドーム問題とか新幹線の札幌駅問題

焼き肉の町といわれています北見で育ちました

北見はジンギスカン鍋というのが北見の家庭には

どこにもあるのではないかと思います

自宅にもありまして毎週ジンギスカンを食べて育ちました

北見ではぶた丼には玉ねぎを入れるのが当たり前で

帯広ではぶた丼にお肉したのってない事にカルチャーショック

だったのと覚えています

今はＬＳ北見カーリングで話題となっております

自分のいた事は常呂町は北見と合併する前でしたので

今話題になっている北見のお菓子赤いサイロ

ふるさと納税も急増して経済効果が生まれている

幼少時代は小学校時代は野球少年でした

中学も野球をやっていました

今年はいちろうも古巣のマリナーズ移籍と大谷君と

の非常に楽しみです

高校では野球は止め応援する方に応援団に所属しまして

応援する方に回りました

バンド活動にいそしんでいました 2ヶ月に 1っ回くらいは

コンサートをしていましておこずかい稼ぎをしていました

アルバイトも非常に喫茶店しめ縄販売夏の炎天下の中で

人参を抜いたりホテルの結婚式場で働いたこともあります

卒業後横浜の専門学校に行きました

ホテルの専門学校 2年ほど勉強させていただきました

その時みなと未来にあるホテルだったりニセコのホテルアルバイトは

宅配ピザで毎日バイクに乗って配達していました

みなと未来、山下公園あたりがくいきでしたので

オートバイで箱根方面にツーリングに行ったり北海道の実家に帰ったり

非常に有意義な時間を過ごしていました

専門学校卒業後は縁あって帯広に来ました。

北海道ホテルに就職しまして宴会のかかりにいまして

他のロータリークラブも例会場になっていましたが

従業員も言っていましたが南クラブの方々は非常にやさしく

気さくに接して頂きました

家族構成地元の妻と小学校６年生、小学校３年の４人家族です

趣味としまして外にいることが好きでキャンプやバーベキュー

ゆくゆくは家族でツーリングも行きたいと思っています

冬はスノーボードを楽しんでいます

今年から南クラブの会員となりましたが自分が入会するとは思っていなかった

微力ではありますが貢献できるよう頑張りたいと思っております宜しくお願いします

■プログラム　　　　
武田啓司　プログラム副委員長
　本日の「会員卓話」を山口陽史
会員にお願いします。

山口陽史会員「会員卓話」
　生まれは札幌で育ちは北見です。
1974 年 6 月 5 日 ふたご座 O 型
焼き肉の町といわれています北見で育ちました。
北見はジンギスカン鍋というのがどこの家庭にも
あり、毎週ジンギスカンを食べて育ちました。
北見ではぶた丼には玉ねぎを入れるのが当たり前
で帯広のぶた丼にお肉しか載ってない事にカルチ
ャーショックだったことを覚えています。
今はＬＳ北見カーリングで話題となっております

自分のいた頃は常呂町は北見と合併する前でした
今話題になっている「赤いサイロ」ふるさと納税
も急増して経済効果が生まれているそうです。
　小中学校時代は野球少年でした。高校では野球
はやめ応援団に所属し応援する方に回りました。
バンド活動に勤しんでいて 2ヶ月に 1 回くらいは
コンサートをしておこずかい稼ぎをしていました。
アルバイトも喫茶店、しめ縄販売、夏の炎天下の
で人参を抜いたり、ホテルの結婚式場で働いたこ
ともあります。
　卒業後横浜の専門学校に行き、2年ほど勉強さ
せていただきました。当時は宅配ピザのアルバイ
トで毎日バイクに乗って配達していました。
オートバイで箱根方面にツーリングに行ったり、
北海道の実家にバイクで帰ったりと非常に有意義
な時間を過ごしていました。
専門学校卒業後は北海道ホテルに就職しまして宴
会のかかりにいまして他のロータリークラブも例
会場になっていましたが、他の従業員も言ってい
ましたが南クラブの方々は非常にやさしく気さく
に接して頂きました。
家族構成は妻、小６男児、小３女児の４人家族で
す。趣味として外にいることが好きでキャンプや
バーベキュー、ゆくゆくは家族でツーリングも行
きたいと思っています。
今年から南クラブの会員となりました。微力では
ありますが貢献できるよう頑張りたいと思ってお
ります。宜しくお願いします。


